
ツアー・イベント申込方法

1 例：日帰りバスツアー
2
3
4

イベント名
事業所名・電話番号（携帯番号必須）
会員番号・氏名・生年月日
参加人数及び参加者名簿

参加者のヨミガナ・生年月日・年齢・性別を必ず明記の事。

往復ハガキにて締切日迄に必着でお申込み下さい。
締切日に投函されても間に合いません。
※ＴEL・ＦＡXの申込みは受付けません。

活用ガイドブック綴じ込みの「事業参加申込書」に必要事項を
ご記入の上、FAXまたは郵送にてお申込み下さい。
ホームページからもお申込み出来ます。

チケット名 事業所名
希望枚数

応募者多数の場合抽選になります。
締切日以降のキャンセルはできません。
返信ハガキには必ずご自分のあて先をご記入下さい。
切手は63円です。不足の場合は無効となります。

1

4

2

会員番号
3

5

※結果発表：締切後順次返信ハガキ等でお知らせします

チケット申込方法

氏名
切手は
63円です!!
ご注意下さい。

事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

事務局か ら の
お知らせ

★2021東京ディズ二ーリゾートコーポレートプログラム
　割引券の配布について
１枚に付き1,000円の利用補助券を１会員様２枚、配
布いたします。
ご希望の方は会員証ご持参の上、互助会事務局窓口
へお越しください。

★各種変更届について
ご住所や同居ご家族など、変更が生じた際には速やか
に変更届をご提出ください。
変更届はガイドブック巻末に綴られており、ホーム
ページからダウンロードも可能です。
届出がお済みではない場合、同居のご家族が対象と
なる事業にはご参加頂けませんのでご注意ください。

★チケットのキャンセル・払い戻しについて
ご応募頂いた各種チケットの締切日以降のキャンセル
は、いかなる場合もお受けいたしません。
（新型コロナウィルス感染症拡大状況により各公演・各
興行自体が中止となった場合を除く）
ご予定をご確認頂いた上でお申し込みくださいますよ
う、お願い申し上げます。
やむを得ず、ご都合が付かなくなった場合にはご家族
にお譲り頂く等、適宜ご対応願います。
なお、斡旋したチケットの転売（メルカリ・金券ショップ
など）はお断りしております。
チケット番号等で発覚した場合は施設や企業との契約
に支障をきたし、今後チケット斡旋ができなくなります
ので、お含みおきください。

（出発）

調布市役所
8:00

調布 IC 大月 IC

御殿場 IC 沼津 IC

長泉沼津 IC 御殿場 JCT 海老名 JCT 八王子JCT 調布 IC

河口湖 IC
（休憩）

談合坂ＳＡ
8:50～9:10

（休憩）

厚木ＰＡ
15:50～16:10

富士山をバックに約300万本の黄花コスモス鑑賞

山中湖花の都公園･清流の里
9:50～10:40

ゆったりくつろぐ足湯もあります！

富士山に一番近い道の駅！道の駅すばしり
10:50～11:10

貸切会場で和食のご昼食

地元でも評判の和食処ふくふく
11:30～12:30

お買い物

沼津名産の干物等のお土産も豊富な沼津漁港
13:10～13:40

高級マスクメロン１玉狩りと2/8 切試食付！

伊豆フルーツパーク
14:10～14:50

中央
自動車道

東富士五湖
道路

東名
高速道路

新東名高速道路 東名高速道路 中央自動車道圏央道 （到着）

調布市役所
17:00 予定

８月 24 日～９月26 日東京ドーム巨人戦観戦チケット
◆場　　所 東京ドーム
◆販売価格 指定席Ｂ 4,000 円（通常 5,100 円）
 （東京ドームグループ利用券 1,000 円分付き）
◆申 込 み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照にお申込みください。
 １会員４枚まで
 ※ご希望の試合番号①～⑧（日程表参照）のいずれか・観戦日・
 　枚数を必ずご記入ください。記載に不備がある場合には申込無効
 　とさせて頂きます。
◆締 切 り 試合番号①～③　７月 21日（水）
 試合番号④～⑧　８月18 日（水）
 各日共　17 時互助会事務局必着
 ※新型コロナウィルス感染症拡大状況により、試合延期や中止、
 　チケット引換期間に変更が生じる場合がございます。
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません。

◆価　　格 法人利用チケット　１枚500円
 ※用時に別途利用料1,100円を
 　現地にてお支払いください。
 　（通常一般利用料3,300円）

◆枚　　数 １会員１ヶ月４枚まで
◆有効期限 2022年３月31日（木）まで

メガロス調布
首都圏25店舗・中部・東海２店鋪、
計27店舗でご利用になれます。

SPORTS
CLUB

事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

ワンデーパス

◆料　　金 大人・子供（３歳以上）共通2,500円
 （通常大人18歳～64歳5,８00円）

◆内　　容 入園＋乗物＋アシカショー（開催時のみ）
 ※「グッジョバ！！」エリア含む。
 ※プールの利用はできません。

◆枚　　数 １会員年間４枚まで
 ※売切次第終了とさせて頂きます。

◆有効期限 2022年３月31日（木）まで

① ８月24日（火） 　広島 18時
② ８月25日（水） 　広島 18時
③ ８月26日（木） 　広島 18時
④ ９月17日（金） ヤクルト 18時
⑤ ９月18日（土） ヤクルト 18時
⑥ ９月24日（金） 　阪神 18時
⑦ ９月25日（土） 　阪神 14時
⑧ ９月26日（日） 　阪神 14時

No 観戦日 対戦カード 開始時間

約300万本の黄花コ
スモス観賞と

高級マスクメロ
ン１玉狩り！！

地元でも評判の
和食処でゆったり

ランチと

沼津漁港でのお
買い物で寛ぎの休

日を！！

約300万本の黄花コ
スモス観賞と

高級マスクメロ
ン１玉狩り！！

地元でも評判の
和食処でゆったり

ランチと

沼津漁港でのお
買い物で寛ぎの休

日を！！

漁港でお買い物！漁港でお買い物！

評判の和食ランチ！評判の和食ランチ！

メロン1玉狩り！
メロン1玉狩り！

Process
行程 旅行取扱：全国ネットツーリスト

◆実　施　日 令和３年９月12日（日）日帰り
◆交　　　通 大型バス１台
 （感染予防対策として乗車定員を通常の半数とさせて頂きます）

◆募 集 人 数 30名（最小催行人数20名）　※応募多数の場合は抽選となります。

◆参　加　費 会員および令和３年６月１日現在、お届出済みの同居ご家族（１名につき）
 大人 8,000円 （一般価格13,000円）
 同伴者 12,000円
 ※ お子様（小学生以下）の料金設定はありません
 ※ 会員以外の方が会員名義でご参加されることは固くお断りいたします。
 　 ツアー当日でも会員または同居家族から同伴者へ変更する場合には
 　 差額をお支払いいただきますのでご注意ください。

◆申 込 方 法 １頁下段「ツアー・イベント申込方法」をご参照ください。
◆締　切　り ７月26日（月）　17時互助会事務局必着

日帰りバスツアー日帰りバスツアー

会員向けのお得な情報満載

〒182-0026 調布市小島町２-36-21（調布市商工会館内） TEL 042-485-3011   FAX 042-485-3013   https://www.chofu-kg.jp

調 布 市 会員数……3,441人
事業所数…517所

（令和３年５月20日現在）

営業時間…9：00～17：30
（土・日・祝日を除く）
※年末年始はお問合せ下さい

勤 労 者
互 助 会

会 報 第259号

令和３年７月１日発行
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2 3

（出発）
調布
7：00

JAL 477便
10：45（発）羽田空港

9：25
高松空港

11：30

金刀比羅宮
参拝

（昼食）
花園亭（栗林公園内）

12：00～14：00

（宿泊）
ことひら温泉（琴参閣）

15：30到着予定

（出発）
ことひら温泉

9：00

（宿泊）
道後温泉（道後プリンスホテル）

15：30到着予定

祖谷のかずら橋
10：30

大歩危峡観光
遊覧船

（昼食）
祖谷そば もみじ亭

13：30

（出発）
道後温泉

8：30

（ロープウェイ利用）
松山城天守閣

8：40～10：00
今治タオル美術館

11：00～12：00

来島海峡大橋
（伯方の塩工場見学）

12：20

（耕三寺）
生口島

（昼食）
しまなみ海道

1日目

2日目

10月
17日日

10月
18日月

3日目
10月
19日火

旅行取扱：株式会社スペース・プラン
※交通事情により前後しますのでご了承ください

ANA 682便
17：10（発）

広島空港
16：00

羽田空港
18：35

◆期　間 令和３年９月12日（日）～９月26日（日）
◆会　場 両国国技館
◆価　格 イスＡ席6,000円（通常8,500円）
◆枚　数 20枚　１会員全期間合わせて２枚まで
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。
　 ※第１希望日・第２希望のお日にち（あれば）をご明記
 　ください。
 ※当落結果発表は令和３年８月16日以降・入場券の
 　お渡しは８月23日以降の予定でおりますので、
 　ご了承を頂ける方のみご応募ください。

◆締切り ７月19日(月)　17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受け
 　できません。

大相撲 指定入場券九月場所

◆日　時 令和３年９月９日（木） 17時開演
◆会　場 明治座（日本橋） 
◆価　格 S席 6,000円（通常12,600円）
◆枚　数 10枚　１会員２枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となり
 　ます。
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」
 をご参照ください。
◆締切り ７月26日（月） 17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません。

◆日　時 令和３年９月26日（日） 13時開演
◆会　場 電通四季劇場〔海〕(東京・汐留)
◆価　格 S席 大人7,500円（通常13,200円）
 子供（３歳以上）3,500円（通常6,600円）
 ※膝上観劇不可、２歳以下入場不可。
 ※割引での斡旋価格は劇団四季ではなく、
 　当互助会の補助によるものです。
◆枚　数 20枚　１会員２枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります。
◆申込み 往復ハガキ　１頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。
◆締切り ７月26日（月） 17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません。

魔法のランプに導かれ、動き出すそれぞれの運命。
ロマンス・冒険・コメディー、そして鳴り止まない喝采。
感動の全てが詰まったミュージカル超大作！！

日本映画史に残る伝説の作品、
豪華スタッフ・キャストにより待望の舞台化！！
桐谷健太・高橋克典、出演！！ ◆日　時 令和３年９月23日（木・祝）

 14時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール
◆価　格 一般2,000円（通常3,480円）
 ※３歳以上有料・３歳未満は保護者
 　１名につき１名まで膝上観賞無料。
◆枚　数 20枚　１会員２枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります。
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。
◆締切り ７月26日（月） 17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません。

しまじろう コンサート

～すすめ！たからのしまのだいぼうけん～明治座舞台

『アラジン』劇 団四季
ミュージカル

東京
公演

勇気と友情の冒険ストーリーに親子で
参加しませんか？

©Benesse Corporation／しまじろう

醉いどれ天使

薬王院にて護摩焚き・精進料理の
昼食をいただけるコースです。ガイドさんと登る高尾山ハイキングガイドさんと登る高尾山ハイキング

（護摩焚き・精進料理）

（12：30～14：30）（～11：30） （8：45）出発
ケーブルカー清滝駅 ==＝= 高尾山山頂 ==＝ 薬王院 ==＝ 解散行 

程

◎薬　王　院 御護摩修行。煩悩を焼き清めるという御護摩焚き。
 精進料理の昼食。旬の食材を盛り込んだお料理を 

いただけます。

◎高尾山山頂 ガイドと一緒に歩きます。
 普段は気づかない高尾山の魅力が発見できるかも。
 山登りに適した服装でご参加ください。
 ケーブルカーで高尾山山頂駅まで上がり、２号路・４号

路を歩きます。（２号路・４号路コース　約2.4km）

◆実 施 日 令和３年９月25日（土）

◆集　　合 ケーブルカー清滝駅　８時45分（現地集合）

◆募集人員 10名　※応募多数の場合は抽選となります。

◆参 加 費 会員および令和３年６月１日現在、お届出済みの
 同居ご家族（１名につき）
 1,500円（通常3,750円）
 3,500円（上記の会員・ご家族以外の一般同伴者）
 ※会員以外の方が会員の名義で参加されることは固く
 　お断りいたします。

◆申込方法 １頁下段「ツアー・イベント申込方法」を
 ご参照ください。

◆締 切 り ７月28日（水） 17時互助会事務局必着

令和３年10月17日㊐～19日㊋ ２泊３日
15 名  （連合会 18 市で 140 名の募集）
※応募多数の場合は抽選となります。

会員および令和３年６月１日現在、
お届出済みの同居ご家族（１名につき）
２名１室 69,000 円（一般料金 85,000 円）
３名１室 65,000 円（一般料金 81,400 円）
４名１室 63,000 円（一般料金 79,400 円）
※会員以外の方が会員名義でご参加されることは固くお断りいたします。

１頁下段「ツアー・イベント申込方法」をご参照ください。
☆ハガキでの応募は受け付けておりません

７月 19 日（月）　17 時互助会窓口必着

連
合
会
合
同
旅
行

四国絶景スポットと
金刀比羅宮参拝＆温泉
２泊３日の旅！！

金刀比羅宮～大歩危峡遊覧船～松山城～
瀬戸内しまなみ海道と定評ありのツアーです！！
２泊共に温泉宿に宿泊します！！
この機会に是非お楽しみください！！

◆実 施 日

◆参 加 費

◆締 切 り

◆申込方法

◆募集人員

「瀬戸内しまなみ海道」 「金刀比羅宮」

「大歩危･小歩危」　

調布
21：00

到着予定

「宇宙を感動する」をコンセプトにした、エンタテインメントミュージアム。
夏休みの自由研究にもオススメです！！ ７月７日（水）～11月14 日（日）にて、
細田守監督最新作『竜とそばかすの姫』の公開を記念し『スタジオ地図の宙（ソラ）と雲展』を開催！
◆料　　金 ①一般／学生（高校・大学・専門） 1,000円（通常1,500～1,800円）
 ②４歳～中学生／シニア（65歳以上） 　700円（通常1,200円）
 ※①と②、ご希望の枚数をハガキに記載してお申し込みください。

◆枚　　数 100枚　１会員５枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります。

◆有効期限 令和４年１月31日（月）
◆申 込  み 往復ハガキ　１頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。
◆締  切  り ７月21日（水）　17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません。

TeNQ（テンキュー）宇宙ミュージアム
東京ドームシティ

公式サイトQRコード

ツ ア ー の ポ イ ン ト
入館券
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2 3

（出発）
調布
7：00

JAL 477便
10：45（発）羽田空港

9：25
高松空港

11：30

金刀比羅宮
参拝

（昼食）
花園亭（栗林公園内）

12：00～14：00

（宿泊）
ことひら温泉（琴参閣）

15：30到着予定

（出発）
ことひら温泉

9：00

（宿泊）
道後温泉（道後プリンスホテル）

15：30到着予定

祖谷のかずら橋
10：30

大歩危峡観光
遊覧船

（昼食）
祖谷そば もみじ亭

13：30

（出発）
道後温泉

8：30

（ロープウェイ利用）
松山城天守閣

8：40～10：00
今治タオル美術館

11：00～12：00

来島海峡大橋
（伯方の塩工場見学）

12：20

（耕三寺）
生口島

（昼食）
しまなみ海道

1日目

2日目

10月
17日日

10月
18日月

3日目
10月
19日火

旅行取扱：株式会社スペース・プラン
※交通事情により前後しますのでご了承ください

ANA 682便
17：10（発）

広島空港
16：00

羽田空港
18：35

◆期　間 令和３年９月12日（日）～９月26日（日）
◆会　場 両国国技館
◆価　格 イスＡ席6,000円（通常8,500円）
◆枚　数 20枚　１会員全期間合わせて２枚まで
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。
　 ※第１希望日・第２希望のお日にち（あれば）をご明記
 　ください。
 ※当落結果発表は令和３年８月16日以降・入場券の
 　お渡しは８月23日以降の予定でおりますので、
 　ご了承を頂ける方のみご応募ください。

◆締切り ７月19日(月)　17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受け
 　できません。

大相撲 指定入場券九月場所

◆日　時 令和３年９月９日（木） 17時開演
◆会　場 明治座（日本橋） 
◆価　格 S席 6,000円（通常12,600円）
◆枚　数 10枚　１会員２枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となり
 　ます。
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」
 をご参照ください。
◆締切り ７月26日（月） 17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません。

◆日　時 令和３年９月26日（日） 13時開演
◆会　場 電通四季劇場〔海〕(東京・汐留)
◆価　格 S席 大人7,500円（通常13,200円）
 子供（３歳以上）3,500円（通常6,600円）
 ※膝上観劇不可、２歳以下入場不可。
 ※割引での斡旋価格は劇団四季ではなく、
 　当互助会の補助によるものです。
◆枚　数 20枚　１会員２枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります。
◆申込み 往復ハガキ　１頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。
◆締切り ７月26日（月） 17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません。

魔法のランプに導かれ、動き出すそれぞれの運命。
ロマンス・冒険・コメディー、そして鳴り止まない喝采。
感動の全てが詰まったミュージカル超大作！！

日本映画史に残る伝説の作品、
豪華スタッフ・キャストにより待望の舞台化！！
桐谷健太・高橋克典、出演！！ ◆日　時 令和３年９月23日（木・祝）

 14時開演
◆会　場 府中の森芸術劇場
 どりーむホール
◆価　格 一般2,000円（通常3,480円）
 ※３歳以上有料・３歳未満は保護者
 　１名につき１名まで膝上観賞無料。
◆枚　数 20枚　１会員２枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります。
◆申込み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。
◆締切り ７月26日（月） 17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません。

しまじろう コンサート

～すすめ！たからのしまのだいぼうけん～明治座舞台

『アラジン』劇団四季
ミュージカル

東京
公演

勇気と友情の冒険ストーリーに親子で
参加しませんか？

©Benesse Corporation／しまじろう

醉いどれ天使

薬王院にて護摩焚き・精進料理の
昼食をいただけるコースです。ガイドさんと登る高尾山ハイキングガイドさんと登る高尾山ハイキング

（護摩焚き・精進料理）

（12：30～14：30）（～11：30） （8：45）出発
ケーブルカー清滝駅 ==＝= 高尾山山頂 ==＝ 薬王院 ==＝ 解散行 

程

◎薬　王　院 御護摩修行。煩悩を焼き清めるという御護摩焚き。
 精進料理の昼食。旬の食材を盛り込んだお料理を 

いただけます。

◎高尾山山頂 ガイドと一緒に歩きます。
 普段は気づかない高尾山の魅力が発見できるかも。
 山登りに適した服装でご参加ください。
 ケーブルカーで高尾山山頂駅まで上がり、２号路・４号

路を歩きます。（２号路・４号路コース　約2.4km）

◆実 施 日 令和３年９月25日（土）

◆集　　合 ケーブルカー清滝駅　８時45分（現地集合）

◆募集人員 10名　※応募多数の場合は抽選となります。

◆参 加 費 会員および令和３年６月１日現在、お届出済みの
 同居ご家族（１名につき）
 1,500円（通常3,750円）
 3,500円（上記の会員・ご家族以外の一般同伴者）
 ※会員以外の方が会員の名義で参加されることは固く
 　お断りいたします。

◆申込方法 １頁下段「ツアー・イベント申込方法」を
 ご参照ください。

◆締 切 り ７月28日（水） 17時互助会事務局必着

令和３年10月17日㊐～19日㊋ ２泊３日
15 名  （連合会 18 市で 140 名の募集）
※応募多数の場合は抽選となります。

会員および令和３年６月１日現在、
お届出済みの同居ご家族（１名につき）
２名１室 69,000 円（一般料金 85,000 円）
３名１室 65,000 円（一般料金 81,400 円）
４名１室 63,000 円（一般料金 79,400 円）
※会員以外の方が会員名義でご参加されることは固くお断りいたします。

１頁下段「ツアー・イベント申込方法」をご参照ください。
☆ハガキでの応募は受け付けておりません

７月 19 日（月）　17 時互助会窓口必着

連
合
会
合
同
旅
行

四国絶景スポットと
金刀比羅宮参拝＆温泉
２泊３日の旅！！

金刀比羅宮～大歩危峡遊覧船～松山城～
瀬戸内しまなみ海道と定評ありのツアーです！！
２泊共に温泉宿に宿泊します！！
この機会に是非お楽しみください！！

◆実 施 日

◆参 加 費

◆締 切 り

◆申込方法

◆募集人員

「瀬戸内しまなみ海道」 「金刀比羅宮」

「大歩危･小歩危」　

調布
21：00

到着予定

「宇宙を感動する」をコンセプトにした、エンタテインメントミュージアム。
夏休みの自由研究にもオススメです！！ ７月７日（水）～11月14 日（日）にて、
細田守監督最新作『竜とそばかすの姫』の公開を記念し『スタジオ地図の宙（ソラ）と雲展』を開催！
◆料　　金 ①一般／学生（高校・大学・専門） 1,000円（通常1,500～1,800円）
 ②４歳～中学生／シニア（65歳以上） 　700円（通常1,200円）
 ※①と②、ご希望の枚数をハガキに記載してお申し込みください。

◆枚　　数 100枚　１会員５枚まで
 ※応募多数の場合は抽選となります。

◆有効期限 令和４年１月31日（月）
◆申 込  み 往復ハガキ　１頁下段「チケット申込方法」をご参照ください。
◆締  切  り ７月21日（水）　17時互助会事務局必着
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません。

TeNQ（テンキュー）宇宙ミュージアム
東京ドームシティ

公式サイトQRコード

ツ ア ー の ポ イ ン ト
入館券
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ツアー・イベント申込方法

1 例：日帰りバスツアー
2
3
4

イベント名
事業所名・電話番号（携帯番号必須）
会員番号・氏名・生年月日
参加人数及び参加者名簿

参加者のヨミガナ・生年月日・年齢・性別を必ず明記の事。

往復ハガキにて締切日迄に必着でお申込み下さい。
締切日に投函されても間に合いません。
※ＴEL・ＦＡXの申込みは受付けません。

活用ガイドブック綴じ込みの「事業参加申込書」に必要事項を
ご記入の上、FAXまたは郵送にてお申込み下さい。
ホームページからもお申込み出来ます。

チケット名 事業所名
希望枚数

応募者多数の場合抽選になります。
締切日以降のキャンセルはできません。
返信ハガキには必ずご自分のあて先をご記入下さい。
切手は63円です。不足の場合は無効となります。

1

4

2

会員番号
3

5

※結果発表：締切後順次返信ハガキ等でお知らせします

チケット申込方法

氏名
切手は
63円です!!
ご注意下さい。

事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

事務局か ら の
お知らせ

★2021東京ディズ二ーリゾートコーポレートプログラム
　割引券の配布について
１枚に付き1,000円の利用補助券を１会員様２枚、配
布いたします。
ご希望の方は会員証ご持参の上、互助会事務局窓口
へお越しください。

★各種変更届について
ご住所や同居ご家族など、変更が生じた際には速やか
に変更届をご提出ください。
変更届はガイドブック巻末に綴られており、ホーム
ページからダウンロードも可能です。
届出がお済みではない場合、同居のご家族が対象と
なる事業にはご参加頂けませんのでご注意ください。

★チケットのキャンセル・払い戻しについて
ご応募頂いた各種チケットの締切日以降のキャンセル
は、いかなる場合もお受けいたしません。
（新型コロナウィルス感染症拡大状況により各公演・各
興行自体が中止となった場合を除く）
ご予定をご確認頂いた上でお申し込みくださいますよ
う、お願い申し上げます。
やむを得ず、ご都合が付かなくなった場合にはご家族
にお譲り頂く等、適宜ご対応願います。
なお、斡旋したチケットの転売（メルカリ・金券ショップ
など）はお断りしております。
チケット番号等で発覚した場合は施設や企業との契約
に支障をきたし、今後チケット斡旋ができなくなります
ので、お含みおきください。

（出発）

調布市役所
8:00

調布 IC 大月 IC

御殿場 IC 沼津 IC

長泉沼津 IC 御殿場 JCT 海老名 JCT 八王子JCT 調布 IC

河口湖 IC
（休憩）

談合坂ＳＡ
8:50～9:10

（休憩）

厚木ＰＡ
15:50～16:10

富士山をバックに約300万本の黄花コスモス鑑賞

山中湖花の都公園･清流の里
9:50～10:40

ゆったりくつろぐ足湯もあります！

富士山に一番近い道の駅！道の駅すばしり
10:50～11:10

貸切会場で和食のご昼食

地元でも評判の和食処ふくふく
11:30～12:30

お買い物

沼津名産の干物等のお土産も豊富な沼津漁港
13:10～13:40

高級マスクメロン１玉狩りと2/8 切試食付！

伊豆フルーツパーク
14:10～14:50

中央
自動車道

東富士五湖
道路

東名
高速道路

新東名高速道路 東名高速道路 中央自動車道圏央道 （到着）

調布市役所
17:00 予定

８月 24 日～９月26 日東京ドーム巨人戦観戦チケット
◆場　　所 東京ドーム
◆販売価格 指定席Ｂ 4,000 円（通常 5,100 円）
 （東京ドームグループ利用券 1,000 円分付き）
◆申 込 み 往復ハガキ
 １頁下段「チケット申込方法」をご参照にお申込みください。
 １会員４枚まで
 ※ご希望の試合番号①～⑧（日程表参照）のいずれか・観戦日・
 　枚数を必ずご記入ください。記載に不備がある場合には申込無効
 　とさせて頂きます。
◆締 切 り 試合番号①～③　７月 21日（水）
 試合番号④～⑧　８月18 日（水）
 各日共　17 時互助会事務局必着
 ※新型コロナウィルス感染症拡大状況により、試合延期や中止、
 　チケット引換期間に変更が生じる場合がございます。
 ※締切り後のキャンセルはいかなる場合でもお受けできません。

◆価　　格 法人利用チケット　１枚500円
 ※用時に別途利用料1,100円を
 　現地にてお支払いください。
 　（通常一般利用料3,300円）

◆枚　　数 １会員１ヶ月４枚まで
◆有効期限 2022年３月31日（木）まで

メガロス調布
首都圏25店舗・中部・東海２店鋪、
計27店舗でご利用になれます。

SPORTS
CLUB

事務局
窓口販売
事務局

窓口販売
会員証提示

平日
９時～17時

ワンデーパス

◆料　　金 大人・子供（３歳以上）共通2,500円
 （通常大人18歳～64歳5,８00円）

◆内　　容 入園＋乗物＋アシカショー（開催時のみ）
 ※「グッジョバ！！」エリア含む。
 ※プールの利用はできません。

◆枚　　数 １会員年間４枚まで
 ※売切次第終了とさせて頂きます。

◆有効期限 2022年３月31日（木）まで

① ８月24日（火） 　広島 18時
② ８月25日（水） 　広島 18時
③ ８月26日（木） 　広島 18時
④ ９月17日（金） ヤクルト 18時
⑤ ９月18日（土） ヤクルト 18時
⑥ ９月24日（金） 　阪神 18時
⑦ ９月25日（土） 　阪神 14時
⑧ ９月26日（日） 　阪神 14時

No 観戦日 対戦カード 開始時間

約300万本の黄花コ
スモス観賞と

高級マスクメロ
ン１玉狩り！！

地元でも評判の
和食処でゆったり

ランチと

沼津漁港でのお
買い物で寛ぎの休

日を！！

約300万本の黄花コ
スモス観賞と

高級マスクメロ
ン１玉狩り！！

地元でも評判の
和食処でゆったり

ランチと

沼津漁港でのお
買い物で寛ぎの休

日を！！

漁港でお買い物！漁港でお買い物！

評判の和食ランチ！評判の和食ランチ！

メロン1玉狩り！
メロン1玉狩り！

Process
行程 旅行取扱：全国ネットツーリスト

◆実　施　日 令和３年９月12日（日）日帰り
◆交　　　通 大型バス１台
 （感染予防対策として乗車定員を通常の半数とさせて頂きます）

◆募 集 人 数 30名（最小催行人数20名）　※応募多数の場合は抽選となります。

◆参　加　費 会員および令和３年６月１日現在、お届出済みの同居ご家族（１名につき）
 大人 8,000円 （一般価格13,000円）
 同伴者 12,000円
 ※ お子様（小学生以下）の料金設定はありません
 ※ 会員以外の方が会員名義でご参加されることは固くお断りいたします。
 　 ツアー当日でも会員または同居家族から同伴者へ変更する場合には
 　 差額をお支払いいただきますのでご注意ください。

◆申 込 方 法 １頁下段「ツアー・イベント申込方法」をご参照ください。
◆締　切　り ７月26日（月）　17時互助会事務局必着

日帰りバスツアー日帰りバスツアー

会員向けのお得な情報満載

〒182-0026 調布市小島町２-36-21（調布市商工会館内） TEL 042-485-3011   FAX 042-485-3013   https://www.chofu-kg.jp

調 布 市 会員数……3,441人
事業所数…517所

（令和３年５月20日現在）

営業時間…9：00～17：30
（土・日・祝日を除く）
※年末年始はお問合せ下さい

勤 労 者
互 助 会

会 報 第259号

令和３年７月１日発行
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